
5月27日から7月10日まで575冊＜学習参考書は除く＞
NO. 書名 著者名 出版者 出版年

1 カエルの楽園 百田尚樹 著 新潮社 2016
2 バカヤンキーでも死ぬ気でやれば世界の名門大学で戦える。 鈴木琢也 著 ポプラ社 2015
3 １０００コスプレ＆コスチュームアイデア アニメ、マンガ、ゲーム、映画、アメコミ、スチームパンクなどの衣裳大全ヤヤ・ハン 編 グラフィック社 2015
4 １００の思考実験 ジュリアン・バジーニ 著 紀伊國屋書店 2012
5 １００の仕事も同時に回るダブルブッキング時間術 （ソフトバンク新書）おちまさと 著 ソフトバンククリエイティブ 2012
6 １時間でハングルが読めるようになる本 ヒチョル式超速ハングル覚え方講義チョ・ヒチョル 著 学研プラス 2011
7 １色刺繍と小さな雑貨 樋口愉美子 デザイン・製作 文化出版局 2013
8 １日でハングルが書けるようになる本 ヒチョル式超簡単ハングル講義チョ ヒチョル 著 学研プラス 2012
9 ２０１３年度ＡＯ入試実施結果資料 国立・私立大学 学研教育みらい 学力開発事業部学研教育みらい 学力開発事業部2014

10 ２０１５年度入学試験問題集 ２０１６年度入試対策 大和大学 大和大学 2016
11 ２０１５年度入学試験問題集 ２０１６年度入試対策 大和大学 大和大学 2016
12 ２０１５年度入試問題集 公募制推薦入試 一般入試A・B日程 佛教大学 佛教大学 2015
13 ２０１６年度入試問題集 公募制推薦入試 一般入試A・B日程 佛教大学 佛教大学 2016
14 ２０１６年度入試問題集 公募制推薦入試 一般入試A・B日程 佛教大学 佛教大学 2016
15 ２色で楽しむ刺繍生活 樋口愉美子 著 文化出版局 2014
16 ４７都道府県・伝統食百科 成瀬宇平 著 丸善出版 2009
17 ５日間の休みで行けちゃう！美しい街絶景の街への旅 Ａ－Ｗｏｒｋｓ 編 A-Works 2014
18 an invisible flower 見えない花 オノ・ヨーコ 著 CHIMERA LIBRARY / CHIMERA MUSIC K.K.2011
19 Ａｑｕｉｒａｘ Ｃｏｎｔａｃｔ ぼくが誘惑された表現者たち 宇野亞喜良 編 ワイズ出版 2010
20 Ｔｈｅ Ｂｏｏｋｓ Ｇｒｅｅｎ ３６５人の本屋さんが中高生に心から推す「この一冊」ミシマ社 編 ミシマ社 2015
21 ＺＢＲＵＳＨ キャラクター＆クリーチャー ３DＴｏｔａｌ Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ 制作 ボーンデジタル 2015
22 〈愛国心〉に気をつけろ！ （岩波ブックレット９５１） 鈴木邦男 著 岩波書店 2016
23 アイムミニマリスト ＹＡDOKARI 著 三栄書房 2015
24 ＡＥＲＡ’１６．０６．０６ 29 朝日新聞出版 2016
25 ＡＥＲＡ’１６．０６．１３ 29 朝日新聞出版 2016
26 ＡＥＲＡ’１６．０６．２０ 29 朝日新聞出版 2016
27 ＡＥＲＡ’１６．０６．２７ 29 朝日新聞出版 2016
28 ＡＥＲＡ’１６．０７．０４ 29 朝日新聞出版 2016
29 ＡＥＲＡ’１６．０７．１１ 29 朝日新聞出版 2016
30 赤猫異聞 （新潮文庫） 浅田次郎 著 新潮社 2015
31 悪質商法のすごい手口 ここまで巧妙ならみんなだまされる！ 国民生活センター 監修 徳間書店 2009
32 朝日新聞縮刷版 ２０１６年５月 ＮＯ．１１３９ 朝日新聞社 編 朝日新聞出版 2016
33 朝日新聞縮刷版 ２０１６年４月 ＮＯ．１１３８ 朝日新聞社 編 朝日新聞出版 2016
34 足裏クリニック 市野式スーパーリフレクソロジー 市野さおり 著 マガジンハウス 2009
35 アズミ・ハルコは行方不明 （幻冬舎文庫） 山内マリコ 著 幻冬舎 2015
36 新しい文章力の教室 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング 唐木元 著 インプレス 2015
37 アドラー流たった１分で伝わる言い方 戸田久実 著 かんき出版 2014
38 アドラー流一瞬で心をひらく聴き方 岩井俊憲 著 かんき出版 2016
39 あなたを変える魔女の生き方 西村佑子 著 キノブックス 2016
40 あの素晴らしき七年 Ｔｈｅ Ｓｅｖｅｎ Ｇｏｏｄ Ｙｅａｒｓ エトガル・ケレット 著 新潮社 2016
41 あの日、僕は旅に出た （幻冬舎文庫） 蔵前仁一 著 幻冬舎 2016
42 あまからカルテット （文春文庫） 柚木麻子 著 文藝春秋 2013
43 あまねく神竜住まう国 荻原規子 著 徳間書店 2015
44 あるいは修羅の十億年 古川日出男 著 集英社 2016
45 アンガーマネジメント 怒らない伝え方 １分で解決 戸田久実 著 かんき出版 2015
46 安全保障を問いなおす 「九条―安保体制」を超えて 添谷芳秀 著 ＮＨＫ出版 2016
47 アンバランス 加藤千恵 著 文藝春秋 2016
48 ηなのに夢のよう ＤＲＥＡＭＩＬＹ ＩＮ ＳＰＩＴＥ ＯＦ η 森博嗣 著 講談社 2010
49 イタリアの猫 （新潮文庫） 岩合光昭 著 新潮社 2016
50 一日がしあわせになる朝ごはん 小田真規子 料理 文響社 2015
51 イチバン親切な手ぬいの教科書 高橋恵美子 著 新星出版社 2016
52 イチロー流準備の極意 （青春新書インテリジェンス） 児玉光雄 著 青春出版社 2016
53 一瞬と永遠と （朝日文庫） 萩尾望都 著 朝日新聞出版 2016
54 イナイ×イナイ ＰＥＥＫＡＢＯＯ 森博嗣 著 講談社 2010
55 今さら聞けない洗濯の基本 （エイムック） 枻出版社 2016
56 医療と安全管理  総集版’１６．０７ 28 ニホン・ミック 2016
57 医療と安全管理  総集版’１６．０８ 28 ニホン・ミック 2016
58 いわゆる天使の文化祭 （創元推理文庫） 似鳥鶏 著 東京創元社 2011
59 インタースコア 共読する方法の学校 松岡正剛 著 春秋社 2015
60 インド夜想曲 アントニオ・タブッキ 著 白水社 1993
61 イントレランスの祭/ホーボーズ・ソング～スナフキンの手紙Ｎｅｏ～ 鴻上尚史 著 論創社 2016
62 ヴィジュアル精神分析ガイダンス 図解による基本エッセンス 長尾博 著 創元社 2013
63 ＶＯＧＵＥ’１６．０５ 16 2016
64 ＷａｌｔＤｉｓｎｅｙ夢をつかむ言葉 ウォルト・ディズニー・ジャパン 監修KADOKAWA 2016
65 宇宙一わかりやすい高校生物 生物基礎 船登惟希 著 学研教育出版 2015



66 美しい顕微鏡写真 寺門和夫 監修・解説 パイ・インターナショナル 2016
67 海と真珠 （ハルキ文庫） 梅田みか 著 角川春樹事務所 2012
68 うるうのもり 小林賢太郎 絵と文 講談社 2016
69 ウンと楽しいトイレの過ごし方 Ｄｏ Ｆｕｎ Ｔｈｉｎｇｓ Ｗｈｉｌｅ Ｙｏｕ Ｄｏｏ Ｄｏｏヒュー・ジャスバーン 著 文響社 2016
70 映画少女椿ガイドブック アトリエサード 編 アトリエサード 2016
71 映画を知るための教科書１９１２－１９７９ 斉藤守彦 著 洋泉社 2016
72 英傑の日本史 智謀真田軍団編 井沢元彦 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
73 英語に好かれるとっておきの方法 ４技能を身につける 横山カズ 著 岩波書店 2016
74 栄養と料理’１６．０７ 82 女子栄養大学出版部 2016
75 江戸の科学大図鑑 太田浩司 監修 河出書房新社 2016
76 ＮＨＫスペシャル女と男 最新科学が読み解く性 第１回 惹かれあう二人 すれ違う二人筧利夫 出演 ＮＨＫエンタープライズ 2009
77 ＮＨＫスペシャル女と男 最新科学が読み解く性 第２回 何が違う？なぜ違う？筧利夫 出演 ＮＨＫエンタープライズ 2009
78 ＮＨＫスペシャル女と男 最新科学が読み解く性 第３回 男が消える？人類も消える？筧利夫 出演 ＮＨＫエンタープライズ 2009
79 絵本のはなし 菊池亜希子 著 白泉社 2016
80 ＭｄＮ’１６．０７ 祖父江慎、宇宙人に本という概念を問われたならば。 ｴﾑﾃﾞｨｴﾇｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ 2016
81 ELLE’１６．０７ 31 Hearst Communications Inc.2016
82 演劇コミュニケーション学 蓮行 著 日本文教出版 2016
83 おいしいマルシェ 食材・写真素材集 江見敏弘 著 技術評論社 2014
84 老いを照らす （朝日文庫） 瀬戸内寂聴 著 朝日新聞出版 2016
85 大奥の座敷童子 （講談社文庫） 堀川アサコ 著 講談社 2016
86 大阪・兵庫 ご朱印めぐり旅 乙女の寺社あんない あんぐる 著 メイツ出版 2016
87 大原美術館 Ⅰ海外の絵画と彫刻 -近代から現代まで― 大原美術館 著 大原美術館 1900
88 大原美術館 Ⅱ 日本近・現代絵画と彫刻 大原美術館 著 大原美術館 1900
89 オカルト―現れるモノ、隠れるモノ、見たいモノ （角川文庫） 森達也 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
90 尾木ママ流 凹まない生き方 （中経の文庫） 尾木直樹 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
91 おしゃべりなつぶやき マーマリング・トーク 杉浦さやか 著 二見書房 2016
92 オックスフォードの自分を変える１００の教え 岡田昭人 著 ＰＨＰエディターズ・グループ2016
93 男が知りたい女のからだ なかなか聞けない８７の疑問 河野美香 著 講談社 1999
94 大人可愛い背景と写真の素材集 ｉｎｇｅｃｔaｒ－ｅ 著 インプレス 2013
95 オトナ女子の不調をなくすカラダにいいこと大全 小池弘人 監修 サンクチュアリ出版 2015
96 大人の脳科学常識 頭が冴えわたる脳の鍛え方 トキオ・ナレッジ 著 宝島社 2016
97 乙女のふろく 明治・大正・昭和の少女雑誌 村崎修三 著 青幻舎 2015
98 お前は俺を殺した 佐々木治己 著 共和国 2015
99 面白いほどよくわかる日本の宗教 神道、仏教、新宗教－暮らしに役立つ基礎知識田中治郎 著 日本文芸社 2005

100 親子のための地震イツモノート キモチの防災マニュアル 寄藤文平 絵 ポプラ社 2011
101 おやすみ神たち 川島小鳥 写真 ナナロク社 2014
102 折口信夫芸能史講義 戦後篇 上 池田彌三郎ノート 折口信夫 著 慶應義塾大学出版会 2015
103 折口信夫芸能史講義 戦後篇 下 池田彌三郎ノート 折口信夫 著 慶應義塾大学出版会 2016
104 音楽に自然を聴く （平凡社新書） 小沼純一 著 平凡社 2016
105 温泉アイドルは小学生！３ いきなり！コンサート！？ 令丈ヒロ子 作 講談社 2016
106 Casa BRUTUS’１６．０７ 17 マガジンハウス 2016
107 カート・コバーン オフィシャル・ドキュメンタリー ブレット・モーゲン 著 ヤマハミュージックメディア2016
108 怪獣秘蔵写真集 造形師村瀬継蔵 村瀬継蔵 著 洋泉社 2015
109 顔の百科事典 日本顔学会 編 丸善 2015
110 科学と環境版’１６．０７ 28 ニホン・ミック 2016
111 かけがえのないマグマ 大森靖子激白 大森靖子 著 毎日新聞出版 2016
112 学校図書館を彩る切り絵かざり ＣＨＩＫＵ 著 少年写真新聞社 2016
113 学校図書館が動かす読書イベント実践事例集 牛尾直枝 著 少年写真新聞社 2016
114 悲しみのイレーヌ Ｔｒａｖａｉｌ Ｓｏｉｇｎｅ ピエール・ルメートル 著 文藝春秋 2015
115 鴨長明 自由のこころ 鈴木貞美 著 筑摩書房 2016
116 かもめたくはいびん いしいひろし さく 白泉社 2015
117 カレイドスコープの箱庭 （宝島社文庫） 海堂尊 著 宝島社 2015
118 かわいい切り紙絵本 ぜんぶつくれる１０２型紙集 イワミカイ 著 誠文堂新光社 2008
119 韓国語会話 ５５の鉄則表現 一瞬で伝えたいことが言い出せる 櫻井正明 監修 三修社 2011
120 韓国語文法ドリル 初級から中級への１０００題 須賀井義教 著 白水社 2016
121 韓国語が上達する手帳の書き方 ＨＡＮＡ韓国語教育研究会 著 HANA 2010
122 韓国の昔話 運命編 曺喜澈 編著 白帝社 2009
123 韓国の昔話 恩恵編 曺喜澈 著 白帝社 2007
124 韓国の昔話 善悪編 曺喜澈 編著 白帝社 2006
125 韓国の昔話 知恵編 曺喜澈 編著 白帝社 2009
126 幹細胞 ＥＳ細胞・ｉＰＳ細胞・再生医療 ジョナサン・スラック 著 岩波書店 2016
127 関西学院大学 入学試験問題集 ２０１４年度版 試験問題・講評 関西学院大学入試部入試課 編 関西学院大学入試部入試課2014
128 畿央大学 ２０１４年度入学試験問題集 推薦入試・一般入試 ２０１５年度入試対策畿央大学入学センター 編 畿央大学 2014
129 キキ＆ララの『幸福論』 幸せになるための９３ステップ 朝日文庫編集部 編 朝日新聞出版 2014
130 気象予報士・予報官になるには （なるにはBooks  １４４） 金子大輔 著 ぺりかん社 2016
131 季節のフラワーリース基礎レッスン 橋口学 著 誠文堂新光社 2015
132 切ってつなげて贈りたくなるモビールの本 いろけん 著 池田書店 2011



133 きっと、幸せに。 （ディズニー） ダイアン・ムルドロー 著 講談社 2016
134 キネマ旬報’１６．０６ 下旬号 黒沢清映画の新淵を見よ！「クリーピー 偽りの隣人」 キネマ旬報社 2016
135 キネマ旬報’１６．０７ 上旬号 スタジオジブリの30年 名作を支えた想像力 キネマ旬報社 2016
136 昨日まで不思議の校舎 （創元推理文庫） 似鳥鶏 著 東京創元社 2013
137 君にさよならを言わない （宝島社文庫） 七月隆文 著 宝島社 2015
138 きみに贈る本 中村文則 著 中央公論新社 2016
139 君の膵臓をたべたい 住野よる 著 双葉社 2015
140 逆境を笑え―野球小僧の壁に立ち向かう方法 （文春文庫） 川﨑宗則 著 文藝春秋 2016
141 九州’１７ （マップルマガジン） 昭文社 2016
142 救命 東日本大震災、医師たちの奮闘 海堂尊 監修 新潮社 2014
143 教育版’１６．０７ 28 ニホン・ミック 2016
144 教育版’１６．０８ 28 ニホン・ミック 2016
145 鏡映反転 紀元前からの難問を解く 高野陽太郎 著 岩波書店 2015
146 教会建築を読み解く クリスチャン建築の謎と鑑賞をきわめるポケットブックデニス・Ｒ・マクナマラ 著 ガイアブックス 2012
147 京都・大阪・神戸 ＢＯＯＫカフェ案内 すてきなCafeで本に出会う あんぐる 著 メイツ出版 2014
148 協同学習を取り入れた英語授業のすすめ 江利川春雄 編著 大修館書店 2012
149 京都女子大学 入試問題集 ２０１５年版 京女への第一歩をサポート 京都女子大学 2016
150 恐竜はホタルを見たか 発光生物が照らす進化の謎 大場裕一 著 岩波書店 2016
151 巨大生物解剖図鑑 Ｉｎｓｉｄｅ Ｎａｔｕｒｅ’ｓ Ｇｉａｎｔｓ デイヴィッド・デュガン 著 スペースシャワーネットワーク2016
152 キラレ×キラレ ＣＵＴＴＨＲＯＡＴ 森博嗣 著 講談社 2011
153 きれいな花と植物いっぱいの素材集 林あい 著 電波社 2016
154 クマゼミから温暖化を考える （岩波ジュニア新書８３３） 沼田英治 著 岩波書店 2016
155 くまモン力 人を惹きつける愛と魅力の秘密 亀山早苗 著 イースト・プレス 2014
156 くまモンのお行儀ＢＯＯＫ 日本文芸社 編 日本文芸社 2014
157 雲の見本帳 基礎知識と見つけ方、撮り方がわかるビジュアルガイド村井昭夫 著 エムディエヌコーポレーション2016
158 クライ・ムキのお直しの本 お気に入りをもう一度 クライ・ムキ 著 日本文芸社 2016
159 暮しの手帖’１６．０６－１６．０７ ステーキの焼き方 暮しの手帖社 2016
160 暮らしを楽しむシーン別かわいいイラストと配色のアイデアブック Ｉｇｌｏｏ＊ｄｉｎｉｎｇ＊ 著 パイインターナショナル 2013
161 くらべてわかる哺乳類 小宮輝之 著 山と渓谷社 2016
162 クリスマスってなあに？ ジョーン・Ｇ・ロビンソン 文・絵 岩波書店 2012
163 刑事ドラマのリアル 元刑事が徹底検証！ 小川泰平 著 イースト・プレス 2016
164 芸術新潮’１６．０６ 67 新潮社 2016
165 芸術新潮’１６．０７ 67 新潮社 2016
166 芸術と科学のあいだ 福岡伸一 著 木楽舎 2015
167 ケーキ王子の名推理 （新潮文庫ＮＥＸ） 七月隆文 著 新潮社 2015
168 月刊Ｐｉａｎｏ’１６．０７ 創刊２０周年！ありがとう プレイバック「月刊ピアノ」１９９６～２０１６＆Ｓｐｅｃｉａｌプレゼント！ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾒﾃﾞｨｱ 2016
169 「血管を鍛える」と超健康になる！ （知的生きかた文庫） 池谷敏郎 著 三笠書房 2014
170 けもの道を笑って歩け 園子温 著 ぱる出版 2013
171 欅 （ものと人間の文化史 １７６） 有岡利幸 著 法政大学出版局 2016
172 健康りてらしぃ’１６．０７ 28 ニホン・ミック 2016
173 原子野に生きる 福田須磨子集 長崎の証言の会 編 汐文社 1989
174 現代思想の遭難者たち （講談社学術文庫） いしいひさいち 著 講談社 2016
175 現代語裏辞典 （文春文庫） 筒井康隆 著 文藝春秋 2016
176 恋よりブタカン！―池谷美咲の演劇部日誌 （新潮文庫） 青柳碧人 著 新潮社 2015
177 交換王子 （ｔｈｅａｔｅｒ ｂｏｏｋ ０１６） 高橋いさを 著 論創社 2015
178 甲南大学 ２０１５年度 入試問題集 甲南大学 甲南大学入試事務室 2015
179 甲南大学 ２０１５年度 入試問題集 甲南大学 甲南大学入試事務室 2015
180 神戸栄町アンティーク堂の修理屋さん （双葉文庫） 竹村優希 著 双葉社 2016
181 神戸女学院大学 ２０１５年版 （大学入試シリーズ 私立５０４） 教学社編集部 編 教学社 2014
182 神戸女学院大学 ２０１５年版 （大学入試シリーズ 私立５０４） 教学社編集部 編 教学社 2014
183 神戸女学院大学 ２０１６年版 （大学入試シリーズ 私立５０６） 教学社編集部 編 教学社 2015
184 コーヒーの科学 「おいしさ」はどこで生まれるのか 旦部幸博 著 講談社 2016
185 ここはボツコニアン ２ 魔王がいた街 （集英社文庫） 宮部みゆき 著 集英社 2016
186 「心が凹んだとき」に読む本 （王様文庫） 心屋仁之助 著 三笠書房 2011
187 心がほどける小さな旅 （幻冬舎文庫） 益田ミリ 著 幻冬舎 2016
188 古代ギリシャのリアル 藤村シシン 著 実業之日本社 2015
189 古代マヤ・アステカ不可思議大全 芝崎みゆき 著 草思社 2010
190 古地図で見る神戸 昔の風景と地名散歩 大国正美 著 神戸新聞総合出版センター2013
191 国家を考えてみよう （ちくまプリマー新書２５６） 橋本治 著 筑摩書房 2016
192 コトコノコ Ｃｏｃｃｏ 著 幻冬舎 2012
193 子どもを本嫌いにしない本 赤木かん子 著 大修館書店 2014
194 こねこのチョコレート Ｂ・Ｋ・ウィルソン 作 こぐま社 2004
195 この作家この１０冊 本の雑誌編集部 編 本の雑誌社 2015
196 これからの世界をつくる仲間たちへ 落合陽一 著 小学館 2016
197 殺したい蕎麦屋 （新潮文庫） 椎名誠 著 新潮社 2016
198 こわくない夢 原マスミ作品集 原マスミ 著 新潮社 2007
199 こんどはことばの展覧会だ 水戸芸術館現代美術センター 企画三修社 1994



200 こんなにも優しい、世界の終わりかた （小学館文庫） 市川拓司 著 小学館 2016
201 さあ、音読だ ４技能を伸ばす英語学習法 今井宏 著 ナガセ 2015
202 災害支援手帖 荻上チキ 著 木楽舎 2016
203 最後の晩ごはん―旧友と焼きおにぎり （角川文庫） 椹野 道流 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
204 最澄と空海 日本仏教思想の誕生 （角川ソフィア文庫） 立川武蔵 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
205 細胞の中の分子生物学 最新・生命科学入門 森和俊 著 講談社 2016
206 察しない男 説明しない女 男に通じる話し方 女に伝わる話し方 五百田達成 著 ディスカヴァー・トゥエンティワン2014
207 「察しない男」と「説明しない女」のモメない会話術 五百田達成 著 ディスカヴァー・トゥエンティワン2015
208 サビーナ 戯曲 野田正彰 著 里文出版 2014
209 されど“服”で人生は変わる 齋藤薫 著 講談社 2014
210 燦 ６ 花の刃 あさのあつこ 著 文藝春秋 2015
211 燦 ７ 天の刃 あさのあつこ 著 文藝春秋 2016
212 CNN ENGLISH EXPRESS’１６．０７ 30 朝日出版社 2016
213 ジェネラル・ルージュの伝説 （宝島社文庫） 海堂尊 著 宝島社 2010
214 時間の使い方 学校では教えてくれない大切なこと８ 入江久絵 マンガ・イラスト 旺文社 2016
215 ジグβは神ですか ＪＩＧ β ＫＮＯＷＳ ＨＥＡＶＥＮ 森博嗣 著 講談社 2015
216 地獄堂霊界通信 １ （講談社文庫） 香月日輪 著 講談社 2015
217 地獄堂霊界通信 ２ （講談社文庫） 香月日輪 著 講談社 2015
218 地獄堂霊界通信 ３ （講談社文庫） 香月日輪 著 講談社 2015
219 地獄堂霊界通信 ４ （講談社文庫） 香月日輪 著 講談社 2016
220 仕事の速い人が絶対やらない時間の使い方 理央周 著 日本実業出版社 2016
221 自然に片づく部屋づくり 小西紗代 監修 宝島社 2016
222 下ごしらえと調理のコツ 便利帳 調理に必要なデータがわかる 松本仲子 監修 成美堂出版 2013
223 七人の敵がいる （集英社文庫） 加納朋子 著 集英社 2012
224 シッダールタの旅 ヘルマン･ヘッセ 著 新潮社 2013
225 シナモロールの『エチカ』 感情に支配されないヒント 朝日文庫編集部 編 朝日新聞出版 2015
226 死ぬまでに見たい！絶景のシロクマ 澤井聖一 構成・文 エクスナレッジ 2015
227 死の迷路 （ハヤカワ文庫） フィリップ・Ｋ・ディック 著 早川書房 2016
228 じぶんをもっとすきになるはじめての心の星うらない（図書館版） 関口シュン 著 かもがわ出版 2015
229 写真集 水俣 新装版 Ｗ.ユージン・スミス 著 三一書房 1991
230 １４歳 （幻冬舎よしもと文庫） 千原ジュニア 著 幻冬舎 2009
231 授業が変わる！英語教師のためのアクティブ・ラーニングガイドブック （目指せ！英語授業の達人 33）上山晋平 著 明治図書出版 2016
232 「主権者教育」を問う （岩波ブックレット９５３） 新藤宗幸 著 岩波書店 2016
233 junior AERA’１６．０７ １８歳が日本を変える！ 2016
234 証言 ２００６ ヒロシマ・ナガサキの声  第２０集 長崎の証言の会 編 長崎の証言の会 2006
235 証言２００８ ヒロシマ・ナガサキの声  第２２集 長崎の証言の会 編 長崎の証言の会 2008
236 証言 長崎が消えた 長崎の証言の会 編 長崎の証言の会 2006
237 上品な上質 ファミリアの考えるものづくり ファミリア 編著 ダイヤモンド社 2015
238 食と生活版’１６．０７ 28 ニホン・ミック 2016
239 食品の保存テク もっとおいしく、ながーく安心 徳江千代子 監修 朝日新聞出版 2016
240 知らないと恥をかく世界の大問題 〈６〉 ２１世紀の曲がり角。世界はどこへ向かうのか？池上彰 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015
241 知らないと恥をかく世界の大問題 〈７〉 Ｇゼロ時代の新しい帝国主義池上彰 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
242 知られざる地球動物大図鑑 驚くべき生物の多様性 ロス・パイパー 著 東京書籍 2016
243 市立第二中学校２年Ｃ組―１０月１９日月曜日 （講談社文庫） 椰月美智子 著 講談社 2013
244 私立時計ヶ丘高校タイムトラベル部 小谷太郎 著 中経出版 2013
245 新・戦争のつくりかた―Ｗｈａｔ Ｈａｐｐｅｎｓ Ｂｅｆｏｒｅ Ｗａｒ？ りぼん・ぷろじぇくと 文 マガジンハウス 2014
246 人生に効く名著名作の読み方 齋藤孝 著 東京堂出版 2015
247 死んでしまう系のぼくらに 最果タヒ 著 リトルモア 2014
248 信徒の友’１６．０７ 無牧 教会・信徒が育つとき 日本キリスト教団出版局 2016
249 シンプルだから、贅沢 ドミニック・ローホー 著 講談社 2016
250 親鸞 完結篇 上 五木寛之 著 講談社 2016
251 親鸞 完結編 下 五木寛之 著 講談社 2016
252 人類進化の秘密がわかる本 科学雑学研究倶楽部 編 学研プラス 2016
253 水族館ガール （実業之日本社文庫） 木宮条太郎 著 実業之日本社 2014
254 Ｓｗｉｔｃｈ’１６．０７ 34 スイッチ・パブリッシング 2016
255 図解生き物が見ている世界 ココリコ田中×長沼毅ｐｒｅｓｅｎｔｓ 田中直樹 著 学研パブリッシング 2015
256 スカラムーシュ・ムーン 海堂尊 著 新潮社 2015
257 好かれる人が絶対しないモノの言い方 渡辺由佳 著 日本実業出版社 2016
258 SCREEN’１６．０８ 71 近代映画社 2016
259 スコーレＮｏ．４ （光文社文庫） 宮下奈都 著 光文社 2009
260 図説 フランス革命史 （ふくろうの本） 竹中幸史 著 河出書房新社 2013
261 すてきな字＆デコ文字が書ける本 ぷちイラストをもっとかわいく！ フィグインク 著 メイツ出版 2012
262 スナックちどり （文春文庫） よしもとばなな 著 文藝春秋 2016
263 スヌーピーのひみつ Ａ ｔｏ Ｚ （とんぼの本） チャールズ・Ｍ・シュルツ 著 新潮社 2016
264 スプーンで作るおやつ ボウルでぐるぐるまぜるだけ ざっくりかわいい焼き菓子とデザート小堀紀代美 著 主婦の友社 2015
265 Sports Graphic NUMBER’１６．０６．１６ 37 文藝春秋 2016
266 Sports Graphic NUMBER’１６．０６．３０ 37 文藝春秋 2016



267 Sports Graphic NUMBER’１６．０７．１４ 37 文藝春秋 2016
268 スポットライト 世紀のスクープ―カトリック教会の大罪 ボストン・グローブ紙『スポットライト』チーム 編竹書房 2016
269 素掘りのトンネル マブ・二五穴 人間サイズの土の空間 小田島高之 著 LIXIL出版 2015
270 静物画にひそむ謎。 物・語―近代日本の静物画― 吉田暁子 編集 求龍堂 2016
271 星籠の海 上 （講談社文庫） 島田荘司 著 講談社 2016
272 星籠の海 下 （講談社文庫） 島田荘司 著 講談社 2016
273 世界５０００年の名建築 二階幸恵 文 エクスナレッジ 2016
274 世界小娘文學全集 文藝ガーリッシュ 舶来篇 千野帽子 著 河出書房新社 2009
275 世界探検アトラス （Ｎｅｗｔｏｎ ＭＯＯＫ ＶＩＳＵＡＬ ＳＣＩＥＮＣＥ ＳＥＲＩＥＳ）ジョン・エドモンズ 編 ニュートンプレス 2000
276 世界一ときめく質問、宇宙一やさしい答え 世界の第一人者は子どもの質問にこう答えるジェンマ・エルウィン・ハリス 編 河出書房新社 2015
277 世界から猫が消えたなら （小学館ジュニア文庫） 川村元気 著 小学館 2016
278 世界で一番美しい深宇宙図鑑 太陽系から宇宙の果てまで ホヴァート・スヒリング 著 創元社 2016
279 世界の不思議な音 奇妙な音の謎を科学で解き明かす トレヴァー・コックス 著 白揚社 2016
280 摂南大学 ２０１４年度入学試験問題集 法学部 外国語学部 経済学部 経営学部 理工学部 薬学部 看護学部摂南大学 摂南大学 2014
281 絶望読書 苦悩の時期、私を救った本 頭木弘樹 著 飛鳥新社 2016
282 瀬戸内国際芸術祭２０１６公式ガイドブック アートめぐりの島旅ガイド 春/夏/秋北川フラム 監修 現代企画室 2016
283 迫りくる自分 （光文社文庫） 似鳥鶏 著 光文社 2016
284 選挙と議会の比較政治学 （岩波現代全書０９１） 岩崎美紀子 著 岩波書店 2016
285 戦後ドイツの抗議運動 「成熟した市民社会」への模索 井関正久 著 岩波書店 2016
286 戦後日本外交 軌跡と課題 栗山尚一 著 岩波書店 2016
287 戦争のリアルと安保法制のウソ 西谷文和 著 日本機関紙出版センター 2015
288 センチメンタルな旅 荒木経惟 著 河出書房新社 2016
289 蘇我大臣家 倭王権を支えた雄族 佐藤長門 著 山川出版社 2016
290 続・和文フリーフォント集 大谷秀映 編著 翔泳社 2015
291 その青の、その先の、 （幻冬舎文庫） 椰月美智子 著 幻冬舎 2016
292 祖父江慎+コズフィッシュ 祖父江慎 著 パイインターナショナル 2016
293 ダ・ヴィンチ’１６．０７ 23 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
294 ダークでシュールなワールドアート ヴィクショナリー 著 グラフィック社 2016
295 大学への数学’１６．０７ 60 東京出版 2016
296 だいたいで楽しい韓国語入門 使える文法 山崎玲美奈 著 三修社 2014
297 TIME’１６．０５．３０ 187 TIME社 2016
298 TIME’１６．０６．０６ 187 TIME社 2016
299 TIME’１６．０６．１３ 187 TIME社 2016
300 TIME’１６．０６．２０ 187 TIME社 2016
301 TIME’１６．０６．２７ 187 TIME社 2016
302 TIME’１６．０７．０４ 188 TIME社 2016
303 台湾とは何か （ちくま新書） 野嶋剛 著 筑摩書房 2016
304 τになるまで待って ＰＬＥＡＳＥ ＳＴＡＹ ＵＮＴＩＬ τ 森博嗣 著 講談社 2008
305 タカイ×タカイ ＣＲＵＣＩＦＩＸＩＯＮ 森博嗣 著 講談社 2012
306 たくさんのふしぎ’１６．０７ 四万年の絵 山田英春 文・写真 福音館書店 2016
307 たくさんのふしぎ’１６．０８ 分水嶺さがし 野坂勇作 文・絵 福音館書店 2016
308 たくさんのお月さま ジェームズ・サーバー 文 徳間書店 1994
309 太宰治の生き方と言葉 人間の矛盾や苦悩、愛情をみつめつづけた稀代の文豪 メディアソフト 2016
310 田島光二アートワークス ZBrush＆Photoshop ﾃｸﾆｯｸ 田島光二 著 玄光社 2016
311 たとえば、すぐりとおれの恋 （祥伝社文庫） はらだみずき 著 祥伝社 2016
312 田中一村作品集  増補改訂版 田中一村 画 NHK出版 2013
313 田中角栄 巨魁伝 （朝日文庫） 大下英治 著 朝日新聞出版 2016
314 卵をめぐる祖父の戦争 （ハヤカワ文庫） デイヴィッド・ベニオフ 著 早川書房 2011
315 たまたまたまちゃん うちは食べものやさん！ 服部千春 作 講談社 2016
316 玉村警部補の災難 （宝島社文庫） 海堂尊 著 宝島社 2015
317 誰もがその先を聞きたくなる理系の話大全 話題の達人倶楽部 編 青春出版社 2015
318 探偵の鑑定 １ （講談社文庫） 松岡圭祐 著 講談社 2016
319 探偵の鑑定 ２ （講談社文庫） 松岡圭祐 著 講談社 2016
320 小さき十字架 ナガサキの子ども手記集 長崎の証言の会 編 汐文社 1991
321 地球ガ裸ニナッタ （長崎の証言双書２） 長崎の証言の会 編 汐文社 1991
322 超玩具発想法 ザリガニワークスのスーパートイ公房 ザリガニワークス 著 ニュース通信社 2016
323 チョコレート・コンフュージョン （メディアワークス文庫） 星奏なつめ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
324 ちょんまげぷりん （小学館文庫） 荒木源 著 小学館 2010
325 ちょんまげぷりん ２ （小学館文庫） 荒木源 著 小学館 2010
326 知里幸恵物語 アイヌの「物語」を命がけで伝えた人 金治直美 著 ＰＨＰ研究所 2016
327 陳独秀文集 １ 初期思想・文化言語論集 陳独秀 著 平凡社 2016
328 沈黙の町で （朝日文庫） 奥田英朗 著 朝日新聞出版 2016
329 筒井康隆全戯曲１ １２人の浮かれる男 筒井康隆 著 復刊ドットコム 2016
330 つぶやきのクリーム Ｔｈｅ ｃｒｅａｍ ｏｆ ｔｈｅ ｎｏｔｅｓ 森博嗣 著 講談社 2012
331 つぼねのカトリーヌ Ｔｈｅ ｃｒｅａｍ ｏｆ ｔｈｅ ｎｏｔｅｓ ３ 森博嗣 著 講談社 2014
332 つぼやきのテリーヌ Ｔｈｅ ｃｒｅａｍ ｏｆ ｔｈｅ ｎｏｔｅｓ ２ 森博嗣 著 講談社 2013



333 teen VOGUE’１６．０６-１６．０７ 16 2016
334 ディズニー・プリンセス 愛されて輝く言葉 ウォルト・ディズニー・ジャパン 監修KADOKAWA 2016
335 ティファニーで昼食を ランチ刑事の事件簿 七尾与史 著 角川春樹事務所 2016
336 できる韓国語 初級 文型トレーニング 新大久保語学院 著 DEKIRU出版 2014
337 手にとるように宗教がわかる本 島田裕巳 監修 かんき出版 2008
338 手のひらゾーンマッサージ （主婦の友MOOK） 五十嵐康彦 著 主婦の友社 2016
339 天空のミラクル―夏の魔法 （ポプラ文庫ピュアフル） 村山早紀 著 ポプラ社 2016
340 同志社女子大学 ２０１６年度入試対策 入学試験問題集（前年度） Doshisha Women`s College of Liberal Arts同志社女子大学 同志社女子大学     
341 投票に行きたくなる国会の話 （ちくまプリマー新書２５５） 政野淳子 著 筑摩書房 2016
342 動物ぽんぽん 毛糸をぐるぐる巻いて作るふかふかマスコット trikotri 著 誠文堂新光社 2016
343 動物たちのしあわせの瞬間 ＢＯＲＮ ＴＯ ＢＥ ＨＡＰＰＹ 福田幸広 著 日経ナショナルジオグラフィック社2016
344 トキメキ図書館 Part１２ みんなが主役！ 服部千春 作 講談社 2016
345 読書で見つけたこころに効く「名言・名セリフ」 （光文社知恵の森文庫）岡崎武志 著 光文社 2016
346 融けるデザイン ハード×ソフト×ネット時代の新たな設計論 渡邊恵太 著 ビー・エヌ・エヌ新社 2015
347 図書館の主 ７ Master in library 篠原ウミハル 著 芳文社 2013
348 図書館の主 １０ Master in library 篠原ウミハル 著 芳文社 2015
349 図書館の主 １２ Master in library 篠原ウミハル 著 芳文社 2016
350 図書館の主 ８ Master in library 篠原ウミハル 著 芳文社 2014
351 図書館の主 ９ Master in library 篠原ウミハル 著 芳文社 2014
352 図書館の主 ６ Master in library 篠原ウミハル 著 芳文社 2013
353 図書館のひみつ―本の分類から司書の仕事まで （楽しい調べ学習シリーズ）高田高史 監修 ＰＨＰ研究所 2016
354 となりの野生動物 暮らし・環境・人との関わり 高槻成紀 著 ベレ出版 2015
355 トラウマ恋愛映画入門 町山智浩 著 集英社 2013
356 鳥ってすごい！ 樋口広芳 著 山と渓谷社 2016
357 どんぐり オノ・ヨーコ 著 河出書房新社 2015
358 長崎 （Ｐｏｋｅｔａ） 昭文社 2016
359 長崎 ハウステンボス （ことりっぷ） 昭文社 2015
360 中原淳一のそれいゆ （別冊太陽 日本のこころ２３８） ひまわりや 監修 平凡社 2016
361 なぜ、猫とつきあうのか （講談社学術文庫） 吉本隆明 著 講談社 2016
362 National Geographic  日本版’１６．０６ 22 日経ナショナル ジオグラフィック社2016
363 National Geographic  日本版’１６．０７ 22 日経ナショナル ジオグラフィック社2016
364 謎のアジア納豆―そして帰ってきた“日本納豆” 高野秀行 著 新潮社 2016
365 夏目漱石、現代を語る―漱石社会評論集 （角川新書） 夏目漱石 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
366 何度でもオールライトと歌え 後藤正文 著 ミシマ社 2016
367 ニカラグアを知るための５５章 （エリア・スタディーズ１４６） 田中高 編著 明石書店 2016
368 二重生活 （角川文庫） 小池真理子 著 角川書店 2015
369 日常韓国語会話フレーズブック Ｂｅｓｔ表現１１００ 李明姫 著 明日香出版社 2015
370 日米の教科書 当時の新聞でくらべる太平洋戦争 出版企画開発室 監修 辰巳出版 2015
371 日経パソコン’１６．０６．１３ 無料アップグレードの終了日が迫る！Ｗｉｎｄｏｗｓ１０最終乗りかえガイド日経BP社 2016
372 日経パソコン’１６．０６．２７ あの速さを取り戻せ！Ｗｉｎｄｏｗｓ７パソコン快適化計画 日経BP社 2016
373 日経パソコン’１６．０７．１１ ネットの脅威から身を守る！完全防備のセキュリティ対策 日経BP社 2016
374 似ていることば おかべたかし 文 東京書籍 2014
375 蜷川実花になるまで （文春文庫） 蜷川実花 著 文藝春秋 2016
376 日本国勢図会２０１６/１７年版 日本がわかるデータブック 第7４版 矢野恒太記念会 編 公益財団法人 矢野恒太記念会2016
377 日本人のこころ （日韓対訳ライブラリー） 山久瀬洋二 著 ＩＢＣパブリッシング 2015
378 「日本の衣食住」まるごと事典 とよざきようこ 著 図書出版ハンウル 2015
379 日本の知恵ぐすりを暮らしに 身近な食材でからだ調う 瀬戸内和美 著 東邦出版 2015
380 日本の美術と工藝 ラザフォード・オールコック 著 小学館スクウェア 2003
381 入学試験問題集 ２０１４年度入試版 武庫川女子大学・短期大学部 武庫川女子大学・短期大学部2013
382 入学試験問題集 ２０１５年度入試版 武庫川女子大学・短期大学部 武庫川女子大学・短期大学部2014
383 Newton’１６．０７ 36 ニュートンプレス 2016
384 Newton’１６．０８ 36 ニュートンプレス 2016
385 Newsweek  日本版’１６．０５．３１ 31 ＣＣＣメディアハウス 2016
386 Newsweek  日本版’１６．０６．０７ 31 ＣＣＣメディアハウス 2016
387 Newsweek  日本版’１６．０６．１４ 31 ＣＣＣメディアハウス 2016
388 Newsweek  日本版’１６．０６．２１ 31 ＣＣＣメディアハウス 2016
389 Newsweek  日本版’１６．０６．２８ 31 ＣＣＣメディアハウス 2016
390 Newsweek  日本版’１６．０７．０５ 31 ＣＣＣメディアハウス 2016
391 ねずみにぴったりののりもの マリー・ホール・エッツ さく 好学社 2016
392 脳から見た自閉症 「障害」と「個性」のあいだ 大隈典子 著 講談社 2016
393 脳・心・人工知能―数理で脳を解き明かす （ブルーバックス） 甘利俊一 著 講談社 2016
394 脳の学校ワークブック 加藤俊徳 ポプラ社 2015
395 脳の右側で描けワークブック 決定版 第２版 ベティ・エドワーズ 著 河出書房新社 2013
396 Ｂｕｒｎ．-バーン- 加藤シゲアキ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014
397 爆心の丘にて 山里浜口地区原爆戦災誌 長崎市山里浜口地区復元の会 著長崎の証言刊行委員会 1972
398 橋を渡る 吉田修一 著 文藝春秋 2016
399 はじまりのいちごケーキ パティシエ☆すばる つくもようこ 作 講談社 2016



400 はじめてのアクティブ・ラーニング！英語授業 山本崇雄 著 学陽書房 2015
401 はじめてのレコード これ1冊でわかる 聴きかた、探しかた、楽しみかたレコードはじめて委員会 著 DU BOOKS 2015
402 パスファインダー作成法 主題アクセスツールの理念と応用 鹿島みづき 著 樹村房 2016
403 パスワード探偵スクール パズルブック３２３問 松原秀行 作 講談社 2016
404 初恋温泉 （集英社文庫） 吉田修一 著 集英社 2009
405 話してウケる！不思議がわかる！理系のネタ全書 話題の達人倶楽部 編 青春出版社 2016
406 花の鎖 （文春文庫） 湊かなえ 著 文藝春秋 2013
407 原田直次郎 西洋画は益々奨励すべし 原田直次郎 著 青幻舎 2016
408 ハルキゲニたんの古生物学入門 古生代編 川﨑悟司 イラスト・文 築地書館 2016
409 ハローキティの“ニーチェ” 強く生きるために大切なこと 朝日文庫編集部 編 朝日新聞出版 2014
410 ハングル能力検定試験２級合格をめざして 李昌烈 著 白帝社 2008
411 ハングル能力検定試験３級合格をめざして 改訂版 李昌烈 著 白帝社 2007
412 ハングル能力検定試験５級合格をめざして 改訂版 ハングル入門つき李昌烈 著 白帝社 2006
413 ハングル能力検定試験準２級合格をめざして 改訂版 李昌烈 著 白帝社 2007
414 ハングル能力検定試験４級合格をめざして 改訂版 李昌烈 著 白帝社 2006
415 ＨＡＮＤＭＡＤＥ ＺＡＫＫＡ ＆ ＴＯＹＳ てづくりで楽しむ、いつもの暮らしＴＵＥＳＤＡＹ 著 ビー・エヌ・エヌ新社 2014
416 販売員・ファッションアドバイザーになるには 浅野恵子 著 ぺりかん社 2016
417 バンブルアーディ モーリス・センダック 作 偕成社 2016
418 「ビートルズと日本」熱狂の記録 新聞、テレビ、週刊誌、ラジオが伝えた「ビートルズ現象」のすべて大村亨 著 シンコーミュージック・エンターテイメント2016
419 ＢＥ－ＰＡＬ’１６．０７ 36 小学館 2016
420 ヒーロー！ 白岩玄 著 河出書房新社 2016
421 光のない海 白石一文 著 集英社 2015
422 PICT-UP’１６．０７ 101 ピクトアップ 2016
423 美術手帖’１６．０７ 68 美術出版社 2016
424 美人薄命 （双葉文庫） 深水黎一郎 著 双葉社 2016
425 ひそひそ星 園子温作品集 園子温 著 朝日出版社 2016
426 人は死んだらどうなるのか あの世のルール さとう有作 著 幻冬舎 2016
427 人見知りが治るノート 反田克彦 著 すばる舎リンケージ 2014
428 火の粉 （幻冬舎文庫） 雫井脩介 著 幻冬舎 2004
429 百閒随筆 １ （講談社文芸文庫Ｗｉｄｅ） 内田百閒 著 講談社 2016
430 φは壊れたね ＰＡＴＨ ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ φ ＢＲＯＫＥ 森博嗣 著 講談社 2007
431 PHaT PHOTO’１６．０７－０８ 14 シー・エム・エス 2016
432 ファミレス 上 （角川文庫） 重松清 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
433 ファミレス 下 （角川文庫） 重松清 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
434 風景 （角川文庫） 瀬戸内寂聴 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
435 フードクリエイション 感覚であじわう 感情のテイスト 諏訪綾子 著 青幻舎 2014
436 福岡 （タビハナ 九州１） JTBパブリッシング 2013
437 福岡 （Ｐｏｋｅｔａ） 昭文社 2016
438 福岡 門司港レトロ・柳川 （ことりっぷ） 昭文社 2015
439 福岡 柳川 門司港レトロ （ココミル） JTBパブリッシング 2015
440 福祉ニュース  高齢福祉編’１６．０６ 28 ニホン・ミック 2016
441 福祉ニュース  高齢福祉編’１６．０７ 28 ニホン・ミック 2016
442 福祉ニュース  障害福祉編’１６．０７ 28 ニホン・ミック 2016
443 ふしぎ古書店2 おかしな友だち募集中 にかいどう青 作 講談社 2016
444 藤田嗣治画集巴里 Foujita：Ｓｅｌｅｃｔｅｄ Ｗｏｒｋｓ １８８６－１９６８ 藤田嗣治 著 小学館 2014
445 藤田嗣治画集 追憶 Ｆｏｕｊｉｔａ：Ｓｅｌｅｃｔｅｄ Ｗｏｒｋｓ １８８６－１９６８ 藤田嗣治 著 小学館 2014
446 藤田嗣治画集 異郷 Ｆｏｕｊｉｔａ：Ｓｅｌｅｃｔｅｄ Ｗｏｒｋｓ１８８６－１９６８ 藤田嗣治 著 小学館 2014
447 防げ！学校事故―事例・裁判例に学ぶ予防策と対処法 内野令四郎 著 第一法規 2016
448 舞台美術家 濱名樹義の仕事 濱名樹義 著 而立書房 2001
449 不登校Ｑ＆Ａ 自信と笑顔を取り戻す100の処方箋 下島かほる 著 くろしお出版 2016
450 ブラジルの光、家族の風景 大原治雄写真集 大原治雄 写真 サウダージ･ブックス 2016
451 フランス人は１０着しか服を持たない ２ 今の家でもっとシックに暮らす方法ジェニファー・Ｌ・スコット 著 大和書房 2016
452 フリーメイソンシンボル事典 歴史の転換点における古代のシンボルの影響力とあらゆるメイソンの重要なシンボルの百科事典ロバート・ロマス 著 学研パブリッシング 2013
453 プロチチ １ （イブニングKC） 逢坂みえこ 著 講談社 2011
454 プロチチ ２ （イブニングKC） 逢坂みえこ 著 講談社 2012
455 プロチチ ３ （イブニングKC） 逢坂みえこ 著 講談社 2013
456 プロチチ ４ （イブニングKC） 逢坂みえこ 著 講談社 2014
457 プロに教わる１秒で心をつかむＰＯＰのつくり方 パイ・インターナショナル 2016
458 文科系のための暦読本 増補・改訂版 古今東西の暦の「謎」を読む上田雄 著 言視舎 2016
459 文藝春秋’１６．０７ 94 文藝春秋 2016
460 分断社会・日本 なぜ私たちは引き裂かれるのか 井出英策 編著 岩波書店 2016
461 平行植物 新装版 Ｌａ ｂｏｔａｎｉｃａ ｐａｒａｌｌｅｌａ レオ・レオーニ 著 工作舎 2011
462 別冊ＰＬＵＳ１ＬＩＶＩＮＧ’１６．Ｓｕｍｍｅｒ 新しい「家づくり」のかたち。 2016
463 ペットボトルキャップで作るこもの 身近な素材が可愛く変身！！ ブティック社 2015
464 ペンギン空を飛ぶ エクスナレッジ 2013
465 ペンギン鉄道なくしもの係 （幻冬舎文庫） 名取佐和子 著 幻冬舎 2014
466 へんな生きもの へんな生きざま 早川いくを 著 エクスナレッジ 2015



467 法然と親鸞 （中公文庫） 山折哲雄 著 中央公論新社 2016
468 北欧の挿絵とおとぎ話の世界 海野弘 解説・監修 パイ・インターナショナル 2015
469 僕には歌があるはずだ 有元利夫 著 青幻舎 2016
470 僕らのごはんは明日で待ってる （幻冬舎文庫） 瀬尾まいこ 著 幻冬舎 2016
471 ポケット判 人を動かす！安西先生の言葉 「スラムダンク」に学んで成功しよう！遠越段 著 総合法令出版 2015
472 ホットケーキミックスなら簡単！３００レシピ 主婦の友社 編 主婦の友社 2016
473 ぽっぺん先生と星の箱舟 舟崎克彦 著 筑摩書房 1991
474 ポムポムプリンの『パンセ』 信じる勇気が生まれる秘訣 朝日文庫編集部 編 朝日新聞出版 2015
475 ほんとうにあった戦争と平和の話 （青い鳥文庫Ａ２－２） 野上暁 監修 講談社 2016
476 本当にある世界のファンタジー絶景 一迅社 2016
477 本当はこんなに面白い「おくのほそ道」 おくの細道はRPGだった 安田登 著 実業之日本社 2014
478 「本末転倒」には騙されるな 「ウソの構造」を見抜く法 池田清彦 著 創英社／三省堂書店 2013
479 まいにち、エコたわし （Let`s knit series） 日本ヴォーグ社 2015
480 マイブリッジの糸 Ⅰ 山村浩二 著 パルコ エンタテインメント事業部2011
481 マイブリッジの糸 Ⅱ 山村浩二 著 パルコ エンタテインメント事業部2011
482 マイメロディの『論語』 心豊かに生きるための言葉 朝日文庫編集部 編 朝日新聞出版 2014
483 マグごはん ひとりぶんをパパッと調理！ 新谷友里江 著 宝島社 2016
484 魔女の手引き 魔女が教える魔術の基本と実践スペル ルーシー・キャベンディッシュ 著 アールズ出版 2015
485 マステで素敵にアレンジ楽しいギフト＆おもてなし 森珠美 著 メイツ出版 2016
486 増山超能力師事務所 （文春文庫） 誉田哲也 著 文藝春秋 2016
487 松尾芭蕉 与謝蕪村 小林一茶 とくとく歌仙 （日本文学全集１２） 池澤夏樹 個人編集 河出書房新社 2016
488 的を射る言葉 Ｇａｔｈｅｒｉｎｇ ｔｈｅ Ｐｏｉｎｔｅｄ Ｗｉｔｓ 森博嗣 著 講談社 2010
489 まばたき 穂村弘 作 岩崎書店 2014
490 まもなく電車が出現します （創元推理文庫） 似鳥鶏 著 東京創元社 2011
491 マヤ・アステカ遺跡へっぴり紀行 メキシコ・グアテマラ・ホンジュラス・ベリーズの旅芝崎みゆき 著 草思社 2010
492 迷い鳥 タゴール詩集 ロビンドロナト・タゴール 著 風媒社 2015
493 まよいが （えほん遠野物語） 柳田国男 原作 汐文社 2016
494 真夜中のパン屋さん 午前４時の共犯者 大沼紀子 著 ポプラ社 2016
495 漫画で学ぶサイバー犯罪から身を守る３０の知恵 ラック サイバー・グリッド・ジャパン 編並木書房 2015
496 ｍｉｃａｒｉｎａの大人かわいいアイシングクッキー＆カップケーキ ｍｉｃａｒｉｎａ 著 誠文堂新光社 2016
497 見下すことからはじめよう 「中２」でなければ生き残れない 山田玲司 著 ＫＫベストセラーズ 2016
498 身近な花の知られざる生態 稲垣栄洋 著 PHPエディターズ・グループ2015
499 水田宗子 詩集 （現代詩文庫２２３） 水田宗子 著 思潮社 2016
500 ＭＩＺＯ 大口勝弘 著 うたかた堂 2015
501 三谷幸喜 （キネマ旬報セレクション） キネマ旬報社 2015
502 ミッフィーの食卓 なにを食べているの？ 林綾野 著 講談社 2016
503 ミッフィーとほくさいさん こどもと絵で話そう 菊池敦己 構成 美術出版社 2016
504 ミヒャエル・ハネケの映画術 彼自身によるハネケ ミヒャエル・ハネケ 著 水声社 2015
505 宮沢賢治という生き方 本当の幸せとは―宮沢賢治・修羅の哲学 宝島社 2016
506 ミヤマ物語 １ 二つの世界 二人の少年 あさのあつこ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015
507 ミュージシャンになろう！ 加茂啓太郎 著 青弓社 2013
508 みんなの家しごと日記 シンプルに、丁寧に。毎日を整える。 ＳＥ編集部 編 翔泳社 2015
509 みんなの朝食日記 ふつうの毎日、ふつうの朝食 ＳＥ編集部 編 翔泳社 2013
510 みんなの作りおき日記 週末ひと手間、平日らくらく。 ＳＥ編集部 編 翔泳社 2015
511 みんなの持たない暮らし日記 シンプル衣食住を楽しむ秘訣。 ＳＥ編集部 編 翔泳社 2016
512 みんなのお弁当日記 ２０人のおいしそうなお昼、覗かせていただきます♪ＳＥ編集部 編 翔泳社 2015
513 ムーン・トラックス タイガー立石のコマ割り絵画劇場 タイガー立石 著 工作舎 2014
514 夢幻花 （ＰＨＰ文芸文庫） 東野圭吾 著 ＰＨＰ研究所 2016
515 無私の日本人 （文春文庫） 磯田道史 著 文藝春秋 2015
516 娘が学校に行きません 親子で迷った１９８日間 野原広子 著 メディアファクトリー 2013
517 村上隆の五百羅漢図展 村上隆 画 平凡社 2016
518 目でみる漢字 おかべたかし 文 東京書籍 2015
519 目でみる ことばのずかん おかべたかし 文 東京書籍 2016
520 もう親を捨てるしかない 介護・葬式・遺産は、要らない 島田裕巳 著 幻冬舎 2016
521 もうぬげない ヨシタケシンスケ 作 ブロンズ新社 2015
522 ＭＯＥ’１６．０７ 38 白泉社 2016
523 ＭＯＥ’１６．０８ 38 白泉社 2016
524 もし僕がいま２５歳ならこんな５０のやりたいことがある。 （講談社＋α文庫）松浦弥太郎 著 講談社 2016
525 もしものときに役立つわが家の防災ハンドブック 山村武彦 監修 家の光協会 2016
526 モダンガールのスゝメ 淺井カヨ 著 原書房 2016
527 もっと脳の強化書２ アタマがどんどん元気になる！！Ｔｒａｉｎｉｎｇ ｍｅｎｕ ｏｆ ４１加藤俊徳 著 あさ出版 2015
528 森博嗣の半熟セミナ 博士、質問があります！ （講談社文庫） 森博嗣 著 講談社 2011
529 森の動物たち かわいい手作り素材集 tsuchinoko 著 翔泳社 2012
530 文盲 アゴタ・クリストフ自伝 アゴタ・クリストフ 著 白水社 2014
531 屋根裏の仏さま （新潮クレスト・ブックス） ジュリー・オオツカ 著 新潮社 2016
532 山で正しく道に迷う“絵”本―“まさか！”の原因は山ではなく、“心”が作りだす （Ｂ＆Ｔブックス）昆正和 著 日刊工業新聞社 2014
533 山で正しく道に迷う本 （Ｂ＆Ｔブックス） 昆正和 著 日刊工業新聞社 2013



534 山とそば （新潮文庫） ほしよりこ 著 新潮社 2014
535 ヤモリの指から不思議なテープ 自然 (ネイチャー) に学んだすごい！技術 (テクノロジー)松田素子 著 アリス館 2011
536 やる気と集中力を持続させる理科の授業ミニネタ＆コツ１０１ 土作彰 編著 学事出版 2006
537 雪の結晶 小さな神秘の世界 ケン・リブレクト 著 河出書房新社 2014
538 ユリイカ’１６．０６ 48 青土社 2016
539 ユリイカ’１６．０７ 48 青土社 2016
540 夜明けの図書館 ４ （Jour Comics） 埜納タオ 著 双葉社 2016
541 ヨーロッパ伝統紋様素材集 ＦＲＯＭ ＰＨＯＥＮＩＣＩＡ Ｋｄ Ｆａｃｔｏｒｙ 著 SBクリエイティブ 2016
542 よく食べ、よく寝て、よく生きる―水木三兄弟の教え （文春文庫） 水木しげる 著 文藝春秋 2016
543 夜空はいつでも最高密度の青色だ 最果タヒ 著 リトルモア 2016
544 読むだけで心ときめく美人のことば練習帖 （王様文庫） 岩下宣子 著 三笠書房 2016
545 夜の白昼夢 ジョン・サウスワース 文 飛鳥新社 2015
546 ラスト・ワルツ （角川文庫） 柳広司 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016
547 ラトヴィアを知るための４７章 （エリア・スタディーズ１４５） 志摩園子 編著 明石書店 2016
548 ラブ・ケミストリー （宝島社文庫） 喜多喜久 著 宝島社 2012
549 λに歯がない λ HAS NO TEETH 森博嗣 著 講談社 2010
550 ランクＡ病院の愉悦 （新潮文庫） 海堂尊 著 新潮社 2016
551 ランドリー （双葉文庫） 森淳一 著 双葉社 2016
552 ランドルフ・コールデコット 疾走した画家 レナード・Ｓ・マーカス 著 BL出版 2016
553 リーサの庭の花まつり エルサ・ベスコフ 作・絵 童話館 2001
554 理科の目で見るしぜんのふしぎ 和田武久 著 みくに出版 2015
555 理工学基礎実験 摂南大学理工学部 摂南大学理工学部 制作 摂南大学 2013
556 リメイクの日本文学史 （平凡社新書） 今野真二 著 平凡社 2016
557 流木焚木の黄金時間 ナマコのからえばり 椎名誠 著 集英社 2016
558 ルドルフとイッパイアッテナ 映画ノベライズ 桜木日向 文 講談社 2016
559 るり姉 （双葉文庫） 椰月美智子 著 双葉社 2012
560 歴史学への招待 佛教大学歴史学部 編 世界思想社 2016
561 歴史探訪 韓国の文化遺産 上 ソウル・公州 「歴史探訪 韓国の文化遺産』編集委員会 編山川出版 2016
562 歴史探訪 韓国の文化遺産 下 慶州・釜山 「歴史探訪 韓国の文化遺産」編集委員会 編山川出版 2016
563 レジェンド歴史時代小説 粟田口の狂女 （講談社文庫） 滝口康彦 著 講談社 2016
564 錬金術大全 ガレス・ロバーツ 著 東洋書林 2004
565 ＲＯＩＤＭＵＤＥ 竹谷隆之 仮面ライダードライブ デザインワークス 竹谷隆之 著 ホビージャパン 2016
566 ロックアート 神話そしてイマジネーション 粟津潔 編 フィルムアート社 2002
567 わが推理小説零年 （ちくま文庫） 山田風太郎 著 筑摩書房 2016
568 若い読者のための短篇小説案内 （文春文庫） 村上春樹 著 文藝春秋 2004
569 わが身焦がされてもなお もういやだ第３集 長崎原爆青年乙女の会 編 汐文社 1985
570 我が家のヒミツ 奥田英朗 著 集英社 2015
571 私の暮らしかた （新潮文庫） 大貫妙子 著 新潮社 2016
572 私の中のあなた 上 Ｍｙ Ｓｉｓｔｅｒ’ｓ Ｋｅｅｐｅｒ ジョディ・ピコー 著 早川書房 2009
573 私の中の漂泊の風景 逃避の覚え書き 仕事の覚え書き フィリップ・ジャンティ全記憶フィリップ・ジャンティ 著 パルコ エンタテインメント事業部2014
574 和のモビール ゆらゆら、くるり。和のかわいい形で四季を楽しむ 佐藤蕗野 著 誠文堂新光社 2011
575 和文フリーフォント２５０ 豊富な作例ですぐに使いこなせる！ 野上輝之 編集・執筆 スタンダーズ 2014


